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濃厚接触者の数，状況

〇感染者の発生状況

番号 年代 性別 居住地 職業
推定

感染経路
発症日

検査確定日
（判明日）

発症2日前
からの行動歴

備考

3237
10歳
未満

女性 柏市 ― 有 7/18 7/20 有（市外）

3238 20代 女性 千葉市 ― ― 7/19 7/20 ―

3239 20代 男性 柏市 公務員 ― 7/20 7/20 有（市内）

3240 30代 男性 柏市 会社員 ― 7/17 7/20 有（市外）

3241 30代 女性 柏市 自営業 ― 7/19 7/20 無

3242 10代 女性 柏市 学生 ― 7/19 7/20 有（市外）

3243 50代 男性 柏市 公務員 ― 7/16 7/20 有（市外）

3244 20代 女性 柏市 会社員 ― 7/20 7/20 有（市外）

3245 20代 女性 柏市 学生 ― 7/14 7/20 有（市外）

3246 20代 男性 柏市 学生 ― 7/15 7/20 有（市内）

3247 20代 男性 柏市 会社員
県内陽性者
濃厚接触者

― 7/20 無

3248 10代 男性 柏市 学生
県外陽性者
濃厚接触者

― 7/20 無

3249 20代 男性 柏市 会社員
県内陽性者
濃厚接触者

― 7/20 無

3250 10代 男性 柏市 公務員
3122例目
濃厚接触者

7/18 7/20 無

3251 30代 女性 柏市 自由業 有 7/16 7/20 有（市外）

3252
10歳
未満

男性 柏市 学生 ― 7/18 7/20 有（市内）

3253
10歳
未満

男性 柏市 ― ― 7/13 7/20 有（市内）

3254
10歳
未満

男性 柏市 ― ― 7/15 7/20 有（市内）

3255 20代 男性 柏市 会社員 ― 7/17 7/20 有（市外）

新型コロナウイルス感染症の感染者について 

       （柏市発表3237～3267例目） 

 31名の方が新たに新型コロナウイルス感染症と診断され，診断した医療機関から柏

市保健所へ発生届の届出がありました。 

 これまで柏市保健所で新型コロナウイルス感染症の発生届を受理した累計は3252

例（柏市在住2784例，市外在住468例）です。※欠番が15例生じたため，発表数と累計は

一致しません。  

 本件について，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。 
※発生届は，感染症法に基づき，居住地に関わらず，診察した医師がその管轄する保健所へ届出する

ものです。また，その後の調査は，当該感染者が居住する自治体が行うことになっております。 



番号 年代 性別 居住地 職業
推定

感染経路
発症日

検査確定日
（判明日）

発症2日前
からの行動歴

備考

3256 30代 女性 柏市 会社員 ― 7/18 7/20 有（市内）

3257 20代 女性 柏市 会社員 有 7/14 7/20 有（市内）

3258 20代 男性 柏市 学生 ― 7/15 7/20 有（市内）

3259 20代 男性 船橋市 ― ― 7/19 7/20 ―

3260 20代 女性 柏市 保育士 有 7/19 7/20 有（市内）

3261 40代 女性 柏市 会社員 ― 7/17 7/20 有（市内）

3262 10代 男性 柏市 学生 ― 7/19 7/20 無

3263 40代 女性 柏市 会社員 ― 7/19 7/20 無

3264 20代 男性 柏市 学生 ― 7/19 7/20 無

3265 10代 男性 柏市
アルバイ

ト
有 7/20 7/20

有（市内，市
外）

3266 50代 男性 柏市 飲食業 ― 7/13 7/20 有（市外）

3267 20代 男性
神奈川

県
自由業 ― 7/19 7/20 ―

【本件に関するお問い合わせ先】 

柏市保健所総務企画課 

電話 04-7167-1255／FAX 04-7167-1732 

注1：発症2日前からの行動歴は，自宅，医療機関への受診以外のものとなります。 

注2： 「―」は該当なし，不明，調査中となります。 

【報道機関の皆様へ】 

 報道機関各位におかれましては，患者等の個人に係る情報について，プライバシー保護等の観点

から，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内での報道に格段のご配慮をお願いい

たします。 
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